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未来につなぐ
後継者につなぐ
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年中使える！
土鍋の魔法
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新年に知っておきたい
令和の暮らしのマナー



多くの組合員とその家族の幸せを実現するため、ＪＡに求められている「願い」と「期待」は、
大きく６つの領域に分けられます。本資材に掲載する記事が、６つの願いの

どれにあたるのかをご紹介しますので、みなさまのよりよい暮らしのヒントにお役立てください！

① 健康に恵まれ、老後も元気に安心して暮らしたい（身体面の願い）

② 一定の収入を確保して、ゆとりのある生活がしたい（経済面の願い）

③ 心の豊かさを求め、潤いのある生涯を送りたい（精神面の願い）

④ 住みよい地域環境を守り、快適に暮らしたい（環境面の願い）

⑤ 地域や他者の役にたち、充実感のある人生を送りたい（社会貢献の願い）

⑥ 自分が主役になる活動に参画し生きがいを追求したい（自己実現の願い）



自分のために
みんなのために

やっぱり、みんなで集まりたい！
でも、集まる時は、

気をつけながら活動しよう

Ⓒ伊東ぢゅん子



<P10～24>

未来につなぐ
後継者につなぐ

どんなに元気でも第一線から退く日がやってきます。そこで人生の先輩にでき
ることは、豊かな経験とノウハウを後進に伝えきることではないでしょうか。

特集１

女性組織のみなさんで！

◎19～22ページでは、女子ソ
フトボール元日本代表監督の宇
津木妙子さんの特別インタ
ビューを掲載しています！ み
なさんに読んでもらい感想を出
し合ってもらいましょう。

◎23～24ページでは、ＪＡ秋
田たかのす女性部部長の長崎久
美子さんに、リーダーの本音を
聞きました。女性組織の役員集
会などで読み合わせをし、みな
さんの日ごろの思いや悩みを語
り合ってもらいましょう。

インスタライブ
開催！

「親世代から考える
事業承継」をテーマに、
紙面に登場した飯野さ
んと伊東さんによる
トークセッションを行
います。スマホ操作の
練習もかねて17ページ
掲載の二次元コードか
ら、女性組織のみなさ
んでご参加ください！

2022年1月13日
12:00～13:00（予定）



年中使える！

土鍋の魔法
特集2

<P32～41>

使い勝手の良さと機能性から、鍋料理以外にも活躍する万能な調理器具として
ふたたび注目を集めている土鍋。和洋中のおかずからデザートまで、手軽に作れ
る土鍋料理を紹介します。

煮る 炒める 蒸す 炊く

土鍋は鍋代わりのほかにも、さまざまな調理ができます。大きい土鍋であれば
いちどに複数人分の料理を作ることができ、見た目も豪華に仕上がります。ぜひ
料理教室のメニュー候補にご活用ください。また、土鍋は日本ならではの調理道
具でもあるので、59ページの「やまけんのニッポン郷土食遺産」といっしょにご
活用いただき、日本ならではの献立を作るのもよいですね！

食農教育で！

38ページでは土鍋で炊く白いご飯を紹介しています。食農教育で活用し子ど
もたちに白いご飯に興味をもらうことで、米の消費拡大につながります。炊飯
器と土鍋それぞれで白いご飯を炊き、食べ比べをして感想を聞いてみましょう。



新年に知っておきたい

令和の暮らしのマナー
時代の移り変わりとともにマナーも変化してきました。以前は美徳とされてい

たことが、今では見直されていることもあります。新しい年を迎えて、コロナ時
代の暮らしのマナーについていっしょに考えてみませんか。

特集３
<P43～51>

12月の集まりに！

44ページでは時代にあっ
た年賀状のマナーを紹介し
ています。マナー講習会で
はもちろん、年末に女性組
織のみなさんで集まる機会
があれば、みなさんに記事
を紹介しましょう。

コロナ禍の
マナー研修に！

「スマホ便利ブック」
といっしょに！

46、47ページでは、コロ
ナ禍で知っておきたい心遣
いの数々を紹介しています。
以前は好まれた行為であっ
ても、コロナ禍では当ては
まらないことがあります。
人が集まる年末年始に向け
て、女性組織のみなさんに
紹介しましょう。

47ページでは、電話や
メール、SNSを利用するさ
いのマナーを紹介していま
す。1月号別冊付録の「ス
マホ便利ブック」や、28、
29ページの「スマホ道場」
と併せて活用し、スマホの
使い方といっしょにマナー
も学んでみましょう。



招き猫の壁掛け手芸

新年を迎えるにあたって、招き猫の壁掛けを作ってみませんか。糸と針を使う
刺しゅうは一部分で、後は接着剤で貼るだけで作れます。

<P53～57>

作成時間の目安

100分

手芸で季節を感じよう！

コロナ禍で大型イベントの中止が相次ぐ今だからこそ、ＪＡでの集まりで季節
を感じてもらいましょう。『家の光』12月号特集の「塩分甘さ控えめ 今どきお
せち」と併せて活用すると、よりいっそう季節を感じることができます！

アレンジ！

57ページでは、鈴や座布団の房飾りなど
をつけるアレンジ方法を紹介しています。手
先が器用な方には、アレンジにチャレンジし
てもらいましょう！



この冬は、みそを仕込もう
農ライフ
のすすめ <P72～79>

日本の伝統食品として、食卓になじみ深いみそ。「医者いらず」と言われるほど、
わたしたちの健康を後押ししてくれる発酵食品です。初心者も経験者も一人でも親
子でも、みんなが作れる基本の「き」で、寒仕込みに挑戦してみませんか。

材料
・乾燥大豆
・米麹
・塩

道具
・ほうろう容器
・ボウル
・ざる
・ラップ
・鍋
・あく取り

・丈夫なビニール袋
・すり鉢
・すりこ木
・消毒液
・手袋
・キッチンペーパー
・平皿

食農教育で！

みそ作りで２度集まる！

みその仕込みは力を入れて手を動かす場面が多
いので食農教育にぴったりですが、みそは熟成の
期間が長いためヨーグルトのような結果が早く出
るものと組み合わせると効果的です。
できあがったみそで『ちゃぐりん』2019年7月

号に掲載のみそ玉を作ってもらいましょう。簡単
に作ることができ、さまざまなアレンジもできる
ので子どもや親子での料理教室にぴったりです！

78～79ページではみそを使ったレ
シピを紹介しています。みそ作り教室
を開くさい、作ったみそを使用した料
理教室を開催することで、一度だけで
終わらない集まりにすることができま
す。



SDGsを考えながら暮らしてみた

「お残しOK」が最新トレンド
フードロス削減はSDGsの目標２「飢餓をゼロに」に当てはまります。食料が十分

に行き渡らない国や地域があるなか、必要な分だけを消費するようにして、「食の
不均等」をなくしましょう。

SDGs
<P96～97>

今日の日本では、フードロスは大きな
問題です。女性組織のみなさんに、マン
ガを読んでもらい、日ごろからフードロ
スをなくすために意識していることを話
し合ってもらいましょう。料理教室を開
催するさい、プログラムの一部として、
食品ロスについて話し合う時間を作って
もよいですね。

いっしょに活用！

◎146～147ページの「みんなでできた！ Ｊ
Ａ女性組織」では、ＪＡ佐久浅間女性会のフー
ドロスへの取り組みを紹介しています。併せて
読んでもらい、自分たちの女性組織でなにか取
り組めることはないか考えてもらいましょう。
◎食品ロス講習会を開くさいは『家の光』
2021年9月号特集「食品ロスを減らすワザ」
も併せてご活用ください。日常で使える食品ロ
ス削減のワザのほか、食品ロス削減に取り組む
女性組織も紹介しています！



健康 こたつから始める

ゆがみ解消！ おしりストレッチ <P115～121>

寒くて外に出たくない……そんなときにオススメなのが、室内で気軽にできる
「おしりストレッチ」です。若々しく健康的な生活を保つには、体の土台となる
おしりから！

ストレッチを始めるまえに！

116ページでは、おしりを鍛えることで期待できる効果の紹介をしています。ストレッ
チを始める前にみなさんに読んでいただき、おしりを鍛えることがどのような効果をもた
らすかを知ってもらいましょう。体を動かすだけでなく健康促進についての知識を増やす
ことで、より内容の濃い健康教室になります。

バレリーナストレッチ

まずは「こたつでできるストレッ
チ」を紹介し、健康教室だけで終わ
らず、家でもストレッチを続けても
らいましょう！ 成果が見え健康に
興味を持ってもらうことで、次の開
催の参加につながります。



新連載
教えて！ フレミズ調査室

いちばん苦手な家事はなんですか？ <P150～151>

今月号から始まった新コーナー！ 全国各地のフレミズメンバーに、暮らしに
まつわるアレコレについてインタビューしてみました。初回のテーマは「苦手な
家事」。フレミズ世代同士、誌面を通じてワイワイ交流しましょう！

フレミズのみなさんで掃除を学ぼう！

フレミズ読者がもっとも苦手としている家事は掃除でした。フレミズのみなさ
んで記事を読んだあと、48～51ページ掲載の「プロが教える 掃除の三大お悩
み解決法」で掃除について学んでもらいましょう。年末の大掃除のまえに掃除学
習会を開催するとすぐに実践できることが多いのでおすすめです！ フレミズの
集まりのさいには、プチ掃除学習会として料理教室や手芸教室などいろいろな教
室に組み合わせて、掃除を学んでもらいましょう！

結成11年めの南阿蘇支部フレミ
ズでは植物にまつわるイベントを
多く開催しています。みなさんの
地域のフレミズはどんな活動が好
みですか。集まりのさいに、どん
な活動をしたいかアンケートをと
り、次の活動につなげましょう！



毎日食べてずっと元気

保存版 とっておき肉レシピ40
付録1

特別な日に使える料理から、定番のおかず、猪肉・鹿肉の
レシピまでを紹介しています。肉からはたいせつな栄養素が
たくさんとれます。肉を食べてしっかり歩ける健やかな体を
作りましょう！

◎「豪華」「ゆで肉」「定番」
「ジビエ」の4つのパートに分け、
ふだん使いできるさまざまな肉料
理を紹介しています。料理教室の
一品として季節や地域、受講者に
合わせて、幅広くご活用ください。

◎6～7ページでは、「肉の栄
養」を紹介しています。肉を食べ
ることは、動ける体を作るほか疲
労回復や減塩の実現などいいこと
がたくさんあります。このように、
肉を食べることは健康促進と密接
につながっているので、健康への
関心が高いグループでの活動にご
活用ください。

動画を
チェック！

付録のパート1～３を監修している
本田明子先生が登場する、コツとポイ
ントもりだくさんの動画を4本ご用意
しました！ 付録の9、30ページに掲
載の二次元コードからご視聴いただけ
ます。付録で紹介している焼き豚を
使った簡単アレンジレシピ動画もあり
ますので、女性組織のみなさんにぜひ
ご紹介ください！



付録2 スマホ便利ブック
防災や健康の促進にも役立つスマホ。本付録

では、はじめてスマホを使う人に向け、知って
おきたい操作や役に立つ機能を一冊にまとめま
した！ スマホセミナー開催で

こんないいこと！

女性組織の活動の自立に繋がる！

付録の6～11ページではＬＩＮＥのイン
ストール方法や使い方を紹介しています。
女性組織のみなさんどうしＬＩＮＥで繫
がってもらうことで活動の計画が立てやす
くなり、グループの自立につながります！

組合員との対話運動のきっかけに！

スマホセミナーをきっかけに、スマホの
相談相手として、組合員のよりどころにな
りましょう！ ＪＡに立ち寄る機会が増え、
活動への参加の呼びかけもしやすくなりま
す！

『家の光』に連載の「スマホ道場」
では、マンガでわかりやすくスマホ利
用の基本を紹介しています。各月号の
スマホ道場をチェックし、スマホ便利
ブックの各パートの内容と併せてご活
用ください。

◎付録の14～15ページでは防災に役立
つ機能やアプリを紹介しています。防
災教室を開くさいにみなさんに周知し
ましょう！
◎付録の15ページでは歩数計アプリを
紹介しています。アプリをインストー
ルし、ウォーキングに出かけましょう。

「スマホ道場」といっしょに！

防災教室・健康教室といっしょに！



今月のＹｏｕTｕｂｅはココ！

YouTubeで動画を配信をしています！ 誌面に掲載された二次元コードをスマートフォンで読み取って
いただくだけで、YouTubeで配信された動画を視聴できます。詳しくは本誌P52をご覧ください。

「増田由紀のスマホ道場」
Web版⇒ P29

「本谷先生の
料理のお悩み相談室」
⇒ P80

「ＪＡビギナーズガイド
ステップアップ編」
⇒ P139

「キーワードで学ぶ
ＪＡ女性組織ヒストリー」
⇒ P136

「川城先生の
野菜作りなんでも相談室」
⇒ P200

〇「とっておき 肉レシピ40」
〇「スマホ便利ブック」
どちらともこちらの二次元コード
からアクセスできます！

「元刑事・折元洋巳の
防犯教室 」⇒  P71

「『ごぼう体操』で
ずっと元気!」
⇒ P69

「ここがポイント！
今月の手芸」
招き猫の壁掛け ⇒  P53

付録の動画は
こちらから！



①

スマホには、しゃべるだけで文
字の入力ができる機能がある。
〇か×か？

②

土鍋は揚げ物をするのに適して
いる。〇か×か？

③

家に招かれ食事やお茶をごちそ
うになったときはマナーとして、
キッチンに入り片付けの手伝い
をするべきである。〇か×か？

④

モップや掃除機をかけるときは
目地に沿って「コ」の字状にか
けると効率がよい。〇か×か？

⑤

フランスでは議員の男女比が等
しくなりつつある。〇か×か？

⑥

おしりストレッチは尿漏れの予
防に繋がる〇か×か？

⑦

「共済」と「保険」の事業内容
は同じである。〇か×か？

⑧

「だるま」は中国発祥の縁起物
である。〇か×か？

⑨

水やりをたくさんすることで、
辛いシシトウができやすくなる。
〇か×か？



① 〇 ＜p.28～29＞

スマホには、しゃべるだけで文字
の入力ができる機能があります。
「スマホ道場」では、しゃべるだけ
で文字が入力できる「音声入力」の
方法を紹介しています。ぜひ試して
みてください！

② × ＜p.32～41＞

「土鍋の魔法」では土鍋の使用上
の注意として、油を使用した高温調
理は最小限かつ短時間にとどめ、揚
げ物には使用しないように説明して
います。

③ × ＜p.43～47 ＞

「令和の暮らしのマナー」では、
相手が望んでいないのに、キッチン
に入って手伝いをするのは、善意の
押し付けになりかねないと説明して
います。まず先方の気持ちを確認す
るのが正しいマナーです。

④ 〇 ＜p.48～51＞

「掃除の三大お悩み解決法」では、
モップや掃除機をかけるときは、フ
ローリングの目地に沿って部屋の隅
から「コ」の字を描くように進める
と効率的と説明しています。

⑤ 〇 ＜p. 94＞

フランスでは議員の男女比が等し
くなりつつあります。フランスの各
政党は、選挙のさいの候補者を男女
同数にしなければならないという義
務があります。（「グリーンウォッ
チ ニュースワールド」より）

⑥ 〇 ＜p.115～121＞

「ゆがみ解消 おしりストレッチ」
では、おしりを伸ばすと、骨盤の底
に位置する「骨盤底筋群」という筋
肉が強くなり、尿漏れの予防・改善
に繋がると説明しています。ほかに
もダイエットや腰痛の改善などさま
ざまな効果を期待できます。

⑦ × ＜p.163～173＞

「共済」と「保険」では事業内容
が異なります。大きな違いはおおよ
そ３つあります。１つ目は、営利を
目的としていないこと。2つ目は、共
済に加入できるのは原則として組合
員とその家族に限られること。3つ目
は根拠となる法律の違いです。
（「ＪＡビギナーズガイド」より）

⑧ × ＜p.163～173＞

「だるま」の発祥は江戸です。中
国の赤い天然痘よけのまじないと、
張り子の起き上がりが、日本で組み
合わさりました。江戸で評判となり
上州・高崎をはじめ全国へと広がり
ました。（「ふるさとダイアリー」
より）

⑨ × ＜p.195～201＞

シシトウが辛くなる原因として、
高温や土壌水分の不足などのストレ
スがあると説明しています。辛いシ
シトウを作らないようにするために
は、こまめな追肥と水やりをしてス
トレスをなくしてあげることがたい
せつです。（「畑の時間」より）


